
 1

アジア研究教育拠点事業 
平成１８年度 実施計画書 

 
 
１．拠点機関 
日 本 側 拠 点 機 関： 国立大学法人 九州工業大学 
（マ レ ー シ ｱ ） 拠 点 機 関： 国立 マレーシアプトラ大学 

 
２．研究交流課題名 

（和文）：   パーム・バイオマス・イニシアティブの創造と発展          
                   （交流分野：持続可能工学        ）  
（英文）：   Creation and Development of Palm Biomass Initiative        
                   （交流分野：Sustainable Engineering   ）  
 研究交流課題に係るホームページ：http:// /www.lsse.kyutech.ac.jp/~asiacore          
 
３．採用年度 
 平成１７年度（２年度目） 
 
４．実施体制 
日本側実施組織 
 拠点機関：国立大学法人九州工業大学 

 実施組織代表者（所属部局・職・氏名）：学長・下村輝夫 

 コーディネーター（所属部局・職・氏名）：大学院生命体工学研究科・教授・白井義人 

 協力機関： 国立大学法人 東京大学大学院農学生命科学研究科 

国立大学法人 広島大学大学院工学研究科 

国立大学法人 三重大学大学院生物資源工学研究科 

国立大学法人 豊橋技術科学大学 

独立行政法人 国際農林水産業研究センター 

 

 事務組織：支援事務総括部・課 九州工業大学 研究協力課 

      運営事務      九州工業大学 大学院生命体工学研究科事務部 

      経理担当課     九州工業大学 会計課 

      現地支援業務    九州工業大学 マレーシア・サテライト・オフィス 
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相手国（地域）側実施組織（拠点機関名・協力機関名は、和英併記願います。） 
（１）国（地域）名：マレーシア 

拠点機関：（英文）University Putra Malaysia 

      （和文）国立マレーシアプトラ大学 

 コーディネーター（所属部局・職・氏名）：（英文） 

Faculty of Biotechnology and Molecular Bioscience・ 

Deputy Dean, Professor・Mohd. Ali Hassan  

 協力機関：（英文）University of Malaya 

          Malaysia Palm Oil Board 

          Pusat Tenaga Malaysia 

                   Forest Research Institute of Malaysia 

      （和文）マラヤ大学 

マレーシアパームオイル局 

マレーシアエネルギーセンター 

マレーシア森林研究所 

 
経費負担区分：  パターンＣ 

 
５．アジア研究教育拠点事業としての全期間を通じた研究交流目標 

 
我が国で開発されたバイオマス変換技術をパームバイオマスの有効利用に応用する。こ

の際、最先端の技術に必ずしも拘ることなく、旧来の技術の新規な組み合わせによるシ

ステムの有効性も検討する。 
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・ その結果、研究交流期間内に日系企業等、我が国が関わるパームバイオマスを利用し

た新グリーン産業をヤシ油搾油工場内に立ち上げることを目標とする。 

・ その結果、ＣＤＭ事業が立ち上がり、我が国の温暖化ガス削減に貢献できることを目標 

とする。ちなみに、マレーシアはパームオイル産業によって貧困から脱出し、一人当た

りのＧＤＰ（国内総生産）がイスラム圏で最高の国のひとつになった。 

・ マレーシアのパームオイル産業を貧困脱出に利用した手法をインドネシア等、未だに

貧困から脱出していない国に適用できるマニュアルを作成するフォーラムを設置するこ

とを目標にする。 

・ そのフォーラムで熱帯雨林を油ヤシプランテーションにする際の適切なルールを提案

する。 

・ これらを通じ、国際的センスをもった問題解決型の若手人材を 10 人以上育成すること

を目標とする。 

 

以上５つを本研究交流の具体的な目標とする。これら目標を達成する具体的な研究交流体

をパーム・バイオマス・イニシアティブと称する。 
 
６．前年度までの研究交流活動による目標達成状況 
（１）日系企業等、我が国が関わるパームバイオマスを利用した新グリーン産業をヤシ油

搾油工場内に立ち上げることを目標とする。 

（目標達成状況） 

   国際共同研究を実施しているフェルダ社が現在進行中の新規工場建設に伴い、我々

に事業計画の提案を求めてきた。それに対し、パームバイオマスの有効利用事業を提

案した。我が国の大手企業が参加を検討中である。目標達成への進捗が認められる。 

 

（２）ＣＤＭ事業が立ち上がり、我が国の温暖化ガス削減に貢献できることを目標とする。 

（目標達成状況） 

   上記事業プランには CDM 事業が盛り込まれており、マレーシア政府からも歓迎の意

向が伝えられている。我が国大手企業の参加表明もある。目標達成への進捗が認めら

れる。 

 

（３）マレーシアのパームオイル産業を貧困脱出に利用した手法をインドネシア等、未だ

に貧困から脱出していない国に適用できるマニュアルを作成するフォーラムを設置す

ることを目標にする。 

（目標達成状況） 

持続可能なパームオイル生産と流通を目指す世界的 NGO Roundtable of Sustainable 

Palm Oil (以下「RSPO」という。)と連携することができた。平成 17 年 11 月開催の RSPO

総会に参加し、小規模農家の持続可能性についての議論に参加した。目標達成のため
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の行動を開始した。 

 

（４）熱帯雨林を油ヤシプランテーションにする際の適切なルールを提案する。 

（目標達成状況） 

   本テーマについて精力的な研究活動を展開している豊橋技術科学大学藤江教授と連

携することを確認した。目標達成のための行動を開始した。 

 

（５）国際的センスをもった問題解決型の若手人材を10人以上育成することを目標とする。 

（目標達成状況） 

   九州工業大学大学院生命体工学研究科博士後期課程学生 1 名が長期にわたってマレ

ーシアプトラ大学に滞在し、研究を続けている。また、マラヤ大学から 1 名の博士後

期課程学生が我が国に留学している。さらに、ここに掲げた目標を効率的に達成する

ため、九州工業大学とマレーシアプトラ大学では、マレーシア拠点で様々な関係途上

国から優秀な博士後期課程学生を招き、両校共同で研究指導し、お互いの規定に合格

すれば両校より博士学位を得られるデュアル博士コースの設置の検討を開始した。こ

れにより、博士コース進学者は物価の安いマレーシアで日本の教育を受ける機会が得

られるため、パームオイル産業により開発途上国を貧困状態から脱出させるための若

手指導者を育成することができる。 
 
７．平成１８年度の研究交流目標 
（１）日系企業等、我が国が関わるパームバイオマスを利用した新グリーン産業をヤシ油

搾油工場内に立ち上げることを目標とする。 

   フェルダ社により新グリーン産業をヤシ油搾油工場内に立ち上げるプランが採用さ

れることを目指す。この際、我が国企業の参加を可能にすることも目指す。 
 

（２）ＣＤＭ事業が立ち上がり、我が国の温暖化ガス削減に貢献できることを目標とする。 
   1の目標達成に伴い、削減できる温暖化ガスについて CDM事業としての具体的なア

クションを起こす。たとえば、プロジェクトデザインドキュメント（PDD）の作成や
マレーシア政府の承認申請、国連 CDM理事会への承認申請などの具体的な行動を起こ
す。 

 

（３）マレーシアのパームオイル産業を貧困脱出に利用した手法をインドネシア等、未だ

に貧困から脱出していない国に適用できるマニュアルを作成するフォーラムを設置す

ることを目標にする。 

   マレーシアにおいて予定されているフェルダ社創立 50 周年記念行事と連携し、多く

の国から参加するパームオイル関係者も対象に、表記目標達成のためのセミナーを開

催する。また、本研究教育拠点の自立・自営のためのフォーラム創設の工程表を作成
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する。 

 

（４）熱帯雨林を油ヤシプランテーションにする際の適切なルールを提案する。 

   RSPO と連携し、本研究拠点の研究成果を取り入れることにより、国際的に質の高い

ルールの決定に貢献する。 

 

（５）国際的センスをもった問題解決型の若手人材を10人以上育成することを目標とする。 

   九州工業大学とマレーシアプトラ大学の間でデュアル博士コースを立上げ、学生の

教育を開始する。 
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８．平成１８年度の研究交流の概要 
８－１ 共同研究 

若手研究者の育成を目的に本学と本学マレーシア・サテライト・オフィス及びネグリ・

センビラン州バハオ近郊にあるフェルダ社セルティング・ヒラー搾油工場内の本学とマレ

ーシアプトラ大学（以下「UPM」という。）との共同研究実験施設で（１）パームバイオマ

スのエネルギー化、（２）資源化、特に、生分解性プラスチック化、（３）持続可能な油ヤ

シプランテーション運営、（４）熱帯雨林管理をテーマに共同研究を実施する。本学及び連

携機関へのマレーシア若手研究者の受入も予定する。 

 

（１）パームオイル廃液のメタン発酵とエネルギー供給 

 ・パイロットプラントを用いたパームオイル廃液のメタン発酵法を確立する。 

  ・余剰バイオマスのエネルギー化について研究する。 

（主に UPM 担当） 

（２）パームバイオマスから生分解性プラスチックの生産 

 ・パーム空房（EFB）からリグノフェノールの生産とプラスチック生産への応用。 

（主に三重大学担当） 

  ・パームオイル廃液からできた有機酸から微生物プラスチックを生産する。 

（主に UPM 担当） 

（３）持続可能な油ヤシプランテーション運営 

 ・RSPO との連携による現地調査（主に九州工業大学担当） 

 

（４）油ヤシプランテーションと熱帯雨林の管理法の研究 

 ・熱帯雨林とそれに隣接するパームプラテーションの土壌成分を比較する。 

（主に豊橋技術科学大学担当） 

 

８－２ セミナー 

 7 月上旬に予定されているフェルダ社創業 50 周年記念事業と連携し、セミナーを開催す

る。同記念事業には世界中から千人以上のパームオイル関係者が集まる。ここにおいて、

コーデイネーターらが目指すパームバイオマス・イニシアティブについて発表し、意見聴

取を行う。（日本より３人派遣） 

11 月には共同研究の成果に基づく若手研究者向けのワークショップをマレーシアで実施

する。（日本より２人派遣） 

来年 3 月には、第 5 回九州工業大学国際環境フォーラムとして東京で研究教育拠点事業

の進捗状況を広く一般に報告する。（マレーシア、インドネシア、より３人招聘） 

 

８－３ 研究者交流（共同研究、セミナー以外の交流） 

 デュアル博士コースの実施のための研究者交流を開始する。中心は本学、小林史典教授
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とする。それぞれの交流予定は下記のとおり。 

・ コーディネータ 白井義人教授 ７回／年 

・ 小林史典教授         ４回／年 

・ その他、協力者      延べ４回／年 
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９．平成１８年度交流人数・人日数総表 
９－１ 相手国との交流計画 

（単位：人／人日） 

    派遣先 

派遣元 
日本 マレーシア    合計 

日本  26/186    26/186

マレーシア 3/9     3/9 

         

       

       

合計   3/9 26/186    29/195

 

※日本側予算によらない交流についても、カッコ書きで記入のこと。 

 

 

９－２ 国内での交流計画 

１１／２２（人／人日） 

 




